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令和４年度第１回豊山町青少年育成会議 議事録 

 

１ 開催日時 

令和４年７月４日（月） 午後２時～午後３時 

２ 開催場所 

豊山町役場３階 会議室３・４ 

３ 出席者 

（１）豊山町青少年育成会議委員 １３名 

民生委員協議会会長 岡島 清隆  

社会福祉協議会会長 池山 和徳 （委員長） 

防犯協会会長 髙桒 峯夫  

子ども会連絡協議会会長 渡邉 勝利 （副委員長） 

更生保護女性会会長 柴田 つたゑ  

スポーツ少年団本部代表 坪井 純一  

保育園父母の会会長 田中 佳奈子  

豊山小学校長 千田 秀樹  

新栄小学校長 松永 千鶴  

志水小学校長 近藤 良江  

豊山小学校ＰＴＡ会長 荒尾 竜也  

新栄小学校ＰＴＡ会長 横田 康宜  

志水小学校ＰＴＡ会長 加納 英作  

（２）事務局 ５名 

教育長 北川 昌宏  

教育委員会事務局長 安藤 憲司  

生涯学習課長 栗山 直樹  

生涯学習課生涯学習グループ主事 浅野 圭祐  

生涯学習課生涯学習グループ主事 丹羽 拓実  

４ 議題等 

議題 

（１）令和３年度豊山町青少年育成会議事業報告について 

 （２）令和４年度青少年健全育成巡回指導等（夏季・冬季パトロール）事業計画 

について（案） 

 （３）令和４年度各団体による青少年育成活動事業計画について（案） 

 （４）啓発メッセージについて 

５ 会議資料 

  令和４年度第１回豊山町青少年育成会議（全１６ページ） 

６ 議事内容 
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事務局長 本日は、大変お忙しい中、ご出席を賜りましてありがとう

ございます。 

定刻となりましたので、ただ今より「令和４年度第１回豊

山町青少年育成会議」を開催させていただきます。 

私は、本日の進行を務めます教育委員会事務局長の「安藤」

と申します。よろしくお願いいたします。 

なお、安藤さん、水野さん、岡島さん、篠田さん、木野さ

んからは欠席のご連絡をいただいておりますのでよろしく

お願いいたします。 

それでは、「次第」に沿いまして進めさせていただきます。 

「次第」につきましては、お配りした「会議資料」を１枚

めくっていただきますと記載してありますのでご覧くださ

い。 

事務局長 はじめに、次第１の「委嘱状の交付」に移ります。 

机の上に「委嘱状」を置かせていただきましたので、ご確

認いただくことで委嘱に代えさせていただきますのでよろ

しくお願いします。また、本来であれば４月にお渡しするも

のでございますが、最初の会議でお渡しいただくことをご了

承いただきますようお願いします。 

なお、任期につきましては、「令和４年４月１日から令和

６年３月３１日まで」となっていますのでよろしくお願いし

ます。 

事務局長 それでは、次第２あいさつです。 

次に、北川教育長より、ご挨拶を申し上げます。 

教育長 教育長の北川でございます。本日は、大変お忙しい中、

お集まりいただきありがとうございます。 

また、委員の皆様方には、日頃から青少年の健全育成

に対して、ご尽力いただいていることに関しましてこの

場をお借りして感謝を申し上げます。 

先週は猛暑も続き、今週になって台風の影響か雨模様

の天気になっております。土曜日にスカイプールを開場

させていただきましたが、大変盛況で、コロナと熱中症

と水の事故にならないよう関係者一同総力を挙げて細

心の注意を払いました。委員の皆様方におかれましても

健康には十分注意していただきますようお願いします。 

さて、青少年育成会議はコロナの影響で、３年ぶりの

対面での会議になりますが、コロナ前と後では青少年の

犯罪被害の傾向が変わってきております。 

愛知県においては、SNS を通じて青少年が犯罪に巻き
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込まれる事案が増加しております。これは、スマートフ

ォン等の普及に伴い、青少年にとって SNSがより身近な

存在となっていることや、あるいは、昨今のコロナ禍の

影響により、多方面での行動制限から、閉塞感や孤立感

が生まれ、SNS の利用に拍車をかけていることが考えら

れます。 

最近の事例では、SNS を通じて、名古屋市の繁華街に

居場所を求める中高生が量販店の周辺に集まる、通称

「ドン横キッズ」が、事件に巻き込まれるという事例も

発生しております。 

また、民法改正により成人年齢が引き下げられたこと

で、SNS の広告等を通じて、消費者トラブルに巻き込ま

れる事案が増えることも懸念されています。青少年を守

るために、まだ成人年齢に達していない今から、青少年

が被害に遭わない対策を講じていくことが大変重要で

あると思います。この２年間で青少年を取り巻く環境の

変化が加速化したように思います。私たちも青少年の健

全育成のために新たな方策を工夫していく必要性を感

じています。 

こうした課題を解決するためにも、行政、青少年育成

に関わる団体の皆様がより一層、連携・協力するととも

に、地域住民一人ひとりの取組・参加を促すことで、青

少年を守っていくことが重要です。 

本日は、青少年の健全育成に対して今までの多くの経

験や知識をお持ちの方々がお集まりでございますので、

それぞれのお立場から忌憚のないご意見を頂ければと

考えております。どうかよろしくお願いいたします。 

事務局長 つづきまして、次第３の「委員長及び副委員長の選出」を

行います。資料１６ページの豊山町青少年育成会議設置要綱 

第５条第２項により、委員の互選となっております。委員長

につきまして、どなたか、ご推薦があれば、お願いいたしま

す。いかがでしょうか。 

委員 社会福祉協議会会長の池山さんが適任だと思います。 

事務局長 ありがとうございます。ただ今、池山さんが推薦されまし

たがいかがでしょうか。 

委員 （拍手） 

事務局長 それでは委員長に池山委員ということで、委員長のごあい

さつをお願いいたします。 
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委員長 改めまして豊山町社会福祉協議会の会長を務めておりま

す、池山和徳と申します。豊山町青少年育成会議の委員長と

して、僭越ながらご挨拶を申し上げます。 

コロナ禍も落ち着きつつありますが、教育長のお話にもあ

りましたとおり、３年ぶりの会議となりますので、皆様、ご

議論のほどよろしくお願いいたします。 

会議の議題とは直接関係はありませんが、最近感じたこと

を申し上げます。 

去る６月９日、新潟県の美術館で修学旅行中の中学生によ

って展示作品が踏み荒らされることが起こりました。破損さ

れた展示作品の作者が事後に発表されたメッセージ、ご存知

かもしれませんが、紹介します。作者は、まず、「これから

の発言や対応については中学生であることに注意深くあり

たい」と断った上で、「今回破損の結果は一線を越えていた

かもしれないが、自分はまだ生きていて、作品を修復する気

力も体力もある」と綴ってから、このように仰っています。

「重要なのは、生徒たちが内なる不満や怒りや欲望を様々な

違った形で表現できるように支えることです。」と強調され、

「これは自身のアーティストの力ではどうにもならない大

人や学校、友達や地域の人たちの協力が必要です。」と述べ

られました。また、「少なくとも自分が修復をすることで、

このことが彼らや彼らのコミュニティ、そして芸術を愛する

人々に悪い爪痕を残さないように最善を尽くしたいと思い

ます。」とも述べられました。なんと謙虚で誠実な対応なの

でしょう。 

昨今、とかくイエスノー、〇×、黒白をつけたがる風潮、

あるいは、防護策、監視カメラ設置等、易き対処療法になり

がちな対応が恥ずかしくなるような出来事だと思いました。

「我が身恥ずべきことなかりしか」と思いながら、本日の豊

山町青少年育成会議に臨んだ次第です。 

結びに、豊山町町制施行５０周年の記念映像を拝見します

と、若い方が町に愛着を持っておられる様子がよくわかりま

す。小さくてキラリと輝く町を担ってくれる、と確信してお

ります。 

ときに、社会福祉協議会は昨年からしいの木とひまわりの
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指定管理者となりました。 

また、来館者が大きく増加した、南館ひまわりを訪ねたと

ころ、職員からうれしい報告を受けました。それは、豊山中

学校のある生徒がほぼ毎日、自主的にひまわりに来てくれ

て、あるいは休日にも別の生徒が来てくれて、児童の遊び相

手になり、ドッジボールの審判員を自主的に務めてくれてい

ます。そういった、ボランティアのような、自ら児童の役に

立つという気持ちを持った中学生に出会って、来館した児童

も、南館ひまわりのように明るく育ってくれることでしょ

う。 

以上僭越ながら、挨拶とさせていただきます。 

事務局長 ありがとうございました。「豊山町青少年育成会議設置要

綱 第５条第３項の規定」により、委員長が委員のうちから

副委員長を指名することとなっております。委員長、指名の

方をお願いいたします。 

委員長 それでは、副委員長には、「子ども会連絡協議会会長の渡

邉さん」にお願いをしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

事務局長 次に、本町では「議事録等の作成に関する指針」により、

審議会等の議事録はホームページに掲載させていただきま

す。議事録は､発言者名をふせ要点筆記で作成したものに署

名をいただき、掲載をすることになります。 

後ほど、委員長から議事録署名委員が指名されますので、

委員長と委員の２名で、議事録の内容を確認していただきま

す。 

それでは議題に入らせていただきます。 

本日の会議は委員１８名中１３名の出席をいただいてお

り、過半数に達しておりますので、豊山町青少年育成会議設

置要綱第６条第２項の規定により会議は成立しております。

議題につきましては、同要綱第５条第４項の規定に基づき、

委員長の取り回しでお願いします。 

なお、議題等の説明につきましては、議事を円滑に進行さ

せるため、着座にて行いますので、あらかじめご了承いただ

きますようお願いします。 

それでは、委員長よろしくお願いします。 
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委員長 議題に入ります前に、議事録署名委員の指名ですが、「荒

尾委員」を指名しますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、「議題（１）令和３年度豊山町青少年育成会議

事業報告について」、事務局より説明を願います。 

事務局（主事） 会議資料（Ｐ１～３）に基づき説明 

委員長 ただいま事務局から説明がありましたが、この議題に関し

て、委員の皆様からご意見、ご質問はありませんか。 

委員 （意見なし） 

委員長 質問も無いようですので、議題（１）につきまして、承認

いただける方は拍手をお願いいたします。 

（全員の拍手あり） 

ありがとうございます。全員の拍手により議題（１）は承

認されましたことを認めます。 

委員長 つづきまして、「議題（２）令和４年度青少年健全育成巡

回指導等（夏季・冬季パトロール）事業計画について（案）」、

事務局より説明を願います。 

事務局（主事） 会議資料（Ｐ４～８）に基づき説明。 

委員長 ただいま事務局から説明がありましたが、この議題に関し

て、委員の皆様からご意見、ご質問はありませんか。 

事務局（課長） 事務局からよろしいでしょうか。本日欠席されました委員

より事前にご意見をいただいているので紹介します。 

巡回パトロールの件でございます。 

時間とルートについては、現代の状況にあっているのかと

いう疑問をお持ちのようです。実際にパトロール自体の効果

がないということではございません。何も事件・事故がない

ことが良いことであると思いますが、来年度からで構いませ

んが、他に良い活動があれば、皆様と一緒に考えたいと仰っ

ておりました。 

以上が報告させていただきます。 

委員 巡回しないということですか。 

事務局（課長）  巡回指導自体は否定するものではありません。また、西枇

杷島警察署も巡回自体については、効果があるというお話を

いただいております。委員が仰るのは、ただ車で巡回して帰

るだけではあまり効果がないのではないかということです。 

教育長  先ほどの SNS の話ではないですが、昔の若者が集まって

遊ぶ場所を巡回する効果はもちろんありますが、SNS のよう

な、大人が見えないところで交流があることや、犯罪に巻き

込まれてしまう可能性があるので、そのようなことを今一度
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考えてみるのはどうでしょうか、ということであると思いま

す。もちろん今までのやり方を否定するものではありません

し、効果があると思いますが、新しい課題に対応することも

大切なのではないかということです。具体的に委員が何か提

案されたわけではございません。 

委員長  令和４年度は今の形で行うということでよろしいですか。 

事務局（課長）  そのように考えております。 

教育長  要するに啓発の仕方です。学校でもそうですが、情報モラ

ルにおいて、「正しいスマホの使い方」のようなことをやっ

ていかないと、かつての巡回のみでは、今の若者に届かない

のではないかという指摘であると思います。 

委員  逆に私たちが情報モラルに追い付かなければいけません

ね。 

委員長  ただいま事務局から補足がありましたが、他にご質問やご

指摘はありませんか。 

委員 （意見なし） 

委員長 それでは、議題（２）につきまして、承認いただける方は

拍手をお願いいたします。 

 （全員の拍手あり） 

ありがとうございます。全員の拍手により議題（２）は承

認されましたことを認めます。 

委員長 つづきまして、「議題（３）令和４年度各団体による青少

年育成活動事業計画について（案）」です。本議題は、各団

体の今年度の事業計画ですので、それぞれの団体の取り組み

について、大変恐縮ですが、９ページの「１親子のふれあい

活動推進事業」から１３ページの「４その他青少年健全育成

に関する事業」において該当しているものにつきましては、

簡単で結構ですので説明をしていただき、意見交換をしたい

と考えておりますが、いかがでしょうか。初めに豊山小学校

様からご出席の７団体様は順番にご説明をお願いします。 

委員 各団体から説明。 

委員長 ただいま７団体様から説明がありましたが、この議題に関

して、委員の皆様からご意見、ご質問はありませんか。 

委員 （意見なし） 

委員長 それでは、議題（３）につきまして、承認いただける方は

拍手をお願いいたします。 

 （全員の拍手あり） 

ありがとうございます。全員の拍手により議題（３）は承

認されましたことを認めます。 
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委員長 つづきまして、「議題（４）啓発メッセージについて」、事

務局より説明を願います。 

事務局 会議資料（Ｐ１４）に基づき説明。 

委員長 ただいま事務局から説明がありましたが、この議題に関し

て、ご意見、ご質問はありませんか。 

委員 標語８作品はテープで流しますか。 

事務局 テープで流します。 

委員長 他にはよろしいでしょうか。 

委員 （意見なし） 

委員長 それでは、議題（４）につきまして、承認いただける方は

拍手をお願いいたします。 

 （全員の拍手あり） 

ありがとうございます。全員の拍手により議題（４）は承

認されましたことを認めます。 

委員長 これで議題は以上になりますが、他に事務局から、何かあ

りますか。 

事務局 その他を説明。 

委員長 他はよろしいでしょうか。 

委員 私は交通安全協会で、交通安全パトロールをしております

が、今の中学生は挨拶をするのは大体３０パーセントほどに

なりますが、このことにつきまして、どのように指導をされ

ておりますでしょうか。やはり、社会に出てからは挨拶をす

ることは一番大切であり、今挨拶ができない人は、社会に出

ても挨拶は難しいと考えます。 

教育長 本日は中学校の校長先生は急な用事でご欠席されており

ますが、小学校の校長先生方はご出席されておりますので、

お聞きします。 

日常から挨拶をするように学校で色々な時間で指導、学習

はしておりますが、なかなか実生活の中で大人に自然に頭を

下げることができない若者が多いということでありますの

でこのような機会にもう一度挨拶をするように皆様にお伝

えしようと思います。 

一方で、知らない人に声をかけないように、近寄らないよ

うにしようという風潮もありますので、その見極めも難しい

と考えておりますが、いかがでしょうか。 

委員 学校の方では、色々な面でしっかりと指導しております。 

ただし、このことについては家庭の協力がないとなかなか

難しいことですので、家庭での生活習慣が学校で出ますし、

その生活習慣が地域で出るものですから、家庭の協力を経て
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取り組んでいきたいと思います。 

委員 学校の方から家庭に指導はされますか。 

委員  学校の方から家庭の方に指導するというようなことはし

ないですが、各方面からの指導にご協力お願いします。 

教育長 スポーツ少年団の活動を見ておりますと、スポーツを通じ

た団体に加入している子ども達は、大変規律正しいですね。

そのような規律の正しさが一般の人に広がるといいと思い

ます。 

まさに地域で皆様が指導をされているとそのような場で、

顕著に感じます。皆様で育てていきたいと思います。 

委員長 委員の他に、ご意見、ご質問はありませんか。 

事務局（課長）  今年夏祭りがいつもと場所が異なっており、神明公園にな

りますが、集合場所については、会場の規制がかかると聞い

ておりますので、確定次第お知らせさせていただきます。 

委員  夏祭りについてですが、夏まつり実行委員会と神明公園で

行うということを進めておりまして、会場はかなり広く、遊

具、砂場のある場所、バーベキュー上のある広い芝生の場所、

南側の駐車場の３か所を使っており、２日間、朝から夜まで

行いますので、ご協力をお願いいたします。 

教育長  ５０周年記念事業で、２４時間テレビとコラボするという

ことですので、テレビ局も入るのでしょう。 

委員  そうです。広報でもお伝えしておりますが、２４時間テレ

ビと合同で行うということで進めております。詳細につきま

しては詰めているところです。会場が広くなることと人が多

くなるということで、より目を光らせる必要があると思いま

す。 

事務局（課長）  巡回指導は初日のみ行います。よろしくお願いします。 

委員  警備員を雇うという話を聞いておりますが、違いますか。 

委員  まだ決まっておりません。詳細はこれから詰めていきま

す。 

委員  今年はお酒の販売がないから穏やかになりますね。 

委員  会場は食べ物とソフトドリンクの販売はいたしますが、ア

ルコールの販売は禁止とさせていただきます。 

委員長 他にご意見、ご確認はよろしいでしょうか。 

委員長  他に審議する内容は無いようですので、議題につきまし

て、これをもって終了いたします。 

皆様のご協力により、議案のご承認を賜り、ありがとうご

ざいました。 

事務局長  委員の皆様におかれましては長時間のご審議ありがとう
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ございました。 

これをもちまして令和４年度第１回豊山町青少年育成会

議を終了いたします。 

 


